
平成26年度部署別FD活動計画
■学内活動

部署名 活動予定日・開催予定回数 場所 活動名 内容（予定） 議事録・報告書の予定 備考
教務主事室 計10回開催 教務主事室 主事等・主任連絡会 学科に関する情報交換 議事録 ３主事、専攻科長、一般科目主任、３学科主任
教務主事室 計8回開催 教務主事室 主事担任代表連絡会 クラスに関する情報交換 議事録 ３主事、１～３年学年主任、４～５年担任代表
教務主事室 計3回開催 会議室 科目間調整会議 授業内容の確認 議事録 数学系、物理系、理科教育、英語教育
教務主事室 11月 演習室 全クラス担任・主事室等学生指導連絡会 クラス運営について 議事録 １５クラス学級担任、３主事他（計30名程度）
教務主事室 3月 演習室 新旧担任学生指導連絡会 クラス運営について 議事録 １５クラス学級担任、３主事他（計30名程度）
学生主事室 １回 メディアホール エイズ講話 エイズに関する学習 報告 ３年生対象
学生主事室 １回 メディアホール クラブリーダー研修会 AEDに関する講習 報告 クラブ学生、指導教員対象
機械電気工学科 毎月第１・３木曜日 小会議室３ 学科会議 学科に関する情報交換 議事録 機械電気工学科教員全員
一般科・3学科 1回/週 一色教員室隣部屋 主任連絡会 各学科の情報交換 なし 一般科主任・各学科主任計4名、適宜他教職員
テクノ・リフレッシュ教育センター計１０回開催 小会議室 センタ運営会議 行事等の審議 議事録など
テクノ・リフレッシュ教育センター計６回開催 テクノＲセンタ室 テクノＣ長及びＣＤ間の業務報告会議 テクノＣ長ｰＣＤ間の調整 配布資料など
テクノ・リフレッシュ教育センター数回 テクノＲセンタ室 テクノ・アカデミア共同研究開発会議 開発審議 配布資料
情報処理センター 年6回（5/2、7,9,11,1,3月）小会議室 情報処理センター運営会議 協議事項・報告事項 議事録
情報処理センター 情報セキュリティー研修 Web研修 全教職員e-learning研修 なし

教育研究支援センター 年6回（4/30、6,8,10,12,2月
情報処理センター
コントロール室

教育研究支援センター会議 協議・報告 議事録

教育研究支援センター 年1回 メディアホール 安全セミナー 教育上の安全措置の講和 議事録
総合企画室 ６、７、１１、２月 メディアホール 教員研修会主催 教員研修 報告書 HP掲載予定
総合企画室 ２０回程度予定 校長室 総合企画室ミーティング 運営に関する会議 議事録
総合企画室 ８月 大会議室 顧問会議 学校顧問からの意見聴取 議事録
総合企画室 ３〜４回 徳山大学 三者連携協力推進会議 周南市・徳山大学との連携に関する協議 議事録

総合企画室 ３〜４回
徳山高専または
宇部高専

高度化推進協議会 宇部高専との連会に関する協議 議事録

総合企画室 ４〜５回 未定 自己評価WG 自己評価に関する協議 議事録 自己評価書、HP掲載
総合企画室 未定 未定 広報WG 広報活動に関する協議 議事録 広報関連出版物
総合企画室 未定 未定 国際交流WG 国際交流活動に関する協議 議事録
総合企画室 未定 未定 デジタルコンテンツWG デジタルリソースに関する協議 議事録
総合企画室 未定 未定 ファカルティー・ディベロップメントWG FD活動に関する協議 議事録 教員研修主催

キャリア教育支援室 2014/6 小会議室 ４年生担任・専攻科との懇談会（第１回） 学生の進路支援に関する情報交換 議事録
４年生担任，専攻科長，専攻科幹事，キャリア
教育支援室

キャリア教育支援室 2014/11 小会議室 ４年生担任・専攻科との懇談会（第２回） 学生の進路支援に関する情報交換 議事録
４年生担任，専攻科長，専攻科幹事，キャリア
教育支援室

キャリア教育支援室 2015/3 メディアホール キャリア教育支援プログラム策定会議
キャリア教育支援プログラム策定のための
情報・意見交換

議事録

教務主事，学生主事，寮務主事，専攻科長，各
学科主任，各学年クラス担任，専攻科幹事，学
生相談室長，キャリア教育支援室（※25年度，
26年度各担当者）

■学外活動
部署名 活動予定日・開催予定回数 場所 研修会・会議等の名称 内容（予定） 議事録・報告書の予定 備考

教務主事室 7/17〜7/18 松江 中国地区教務主事会議 教務に関する情報交換 議事録 教務主事
学生主事室 １回 山口県立大学 県内大学・高専厚生補導連絡会 学生指導・生徒指導 議事録 大学、高専
学生主事室 ５回 南陽工業高校 徳山地区高等学校等生徒指導連絡協議会 学生指導・生徒指導 議事録 高校、高専
学生主事室 ２回 華陵高校他 徳山地区８高等学校等生徒指導連絡協議会 学生指導・生徒指導 議事録 高校、高専
学生主事室 1回 南陽工業高校 周南市中高生徒指導連絡協議会 学生指導・生徒指導 議事録 中学、高校、高専
学生主事室 ６回 周南市文化会館他　 愛育会　運営委員会　理事会 学生指導・生徒指導 議事録 小学、中学、高校、高専
テクノ・リフレッシュ教育センター数回 サンルートホテル会議室など 広報機関などとの情報交換会 マスコミ関係者等とのミーテｲング 議事録など
テクノ・リフレッシュ教育センター数回 東ソークラブ 周南新商品創造プラザ 地元企業との情報交換 配布資料
テクノ・リフレッシュ教育センター数回 セントコア山口など 山口産業振興財団幹事会 産学連携活動情報交換 配布資料
テクノ・リフレッシュ教育センター数回 ザ・グラマシー 周南ゼファクラブ 地元企業との情報交換 配布資料
情報処理センター 1回(6/24) メディアホール 情報セキュリティートップセミナー テレビ会議セミナー ビデオ録画
情報処理センター 1回(11/10-12) 学術総合センター 研修会/検討会 情報セキュリティ管理・推進セミナー 議事録
情報処理センター 1回(未定2日間) 　 ＩＴ人材育成研修会 ＩＴ人材育成研修 議事録
教育研究支援センター ７月ごろ 山口県東部高等産業技術学校 フライス盤作業講習 報告書 井本

教育研究支援センター 8/25～26 大島商船
中国地区高等専門学校教育研究支援
センター長会議

情報交換 議事録

教育研究支援センター 8/25～26 大島商船 中国地区高等専門学校技術職員研修 研究交流 議事録 ２人参加予定
教育研究支援センター 08/25～08/26 大島商船高等専門学校 平成２６年度中国地区高等専門学校技術職員研修 研修及び技術長懇談会 報告書 鳥居

教育研究支援センター 8/25～8/28 オークマ株式会社 本社（愛知県） CNC旋盤 基礎コース（OSP） 報告書 石川･井本･黒田
教育研究支援センター 8月30～31日 函館市国際水産・海洋総合研究センター 日本高専学会第20回年会発表 報告書 山本

教育研究支援センター 09/03～09/06
北海道大学札幌キャンパス（北海道札幌市
北区北１７条西８丁目）

平成26年度北海道大学総合技術研究会出席
【北海道大学】

報告書 福田

教育研究支援センター 9/1～9/4 オークマ株式会社 本社（愛知県） マシニングセンタ 立形MC基礎コース（OSP） 報告書 石川･井本･黒田
教育研究支援センター 9月4～5日 北海道大学 平成26年度北海道大学総合技術研究会発表 報告書 山本
教育研究支援センター 3/5～3/6 九工大（飯塚キャンパス） 第１０回情報技術研究会 技術発表、意見交換、情報技術習得を目的とした演習 報告書 １名参加予定
総合企画室 ２回 徳山高専または宇部高専 宇部・徳山合同FD 教員研修 報告書
総合企画室 １回 未定 高専機構留学生協議会 国際交流に関する意見交換等 報告書
総合企画室 4月24日 文部科学省 大学教育再生加速プログラム説明会 大学教育再生加速プログラム申請要領の説明会 記録
総合企画室 ７月頃 未定 JABEE審査員講習会 JABEE審査に関する講習会 配布物
キャリア教育支援室 2014/6/3 東京ビッグサイト 平成26年度　就職・キャリア支援研修会 キャリア支援の研修 資料 キャリア教育支援室（山東）


